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Universities in Japan are obliged to change face-to-face classes into remote classes because of the coronavirus 
pandemic. The sudden change has a big impact particularly on communication education, which expands the 
need for an effective educational method in online class. This paper describes how we conduct intensive 
courses in two subject areas—“basic presentation” and “basic rhetoric”—at Kyushu University 2020 and 
analyzes the students' reflections to propose a method for the development of writing and presentation skills. 
These subjects have a common structure: (1) self-evaluation, (2) lecture, (3) practice and presentation, (4) 
mutual evaluation, and (5) reflection and sharing. Students repeat this twice so they can learn by experience. 
The descriptions of reflection, which is written in Moodle after the first experience, were content analyzed. As 
a result, the four categories were found: “Other's good points,” “good points about themselves,” “points to be 
improved upon,” and “points related to the theory.” The ratio of the reflections which cover all categories was 
20%–25%, whereas 18%–20% covered only half. When writing, analyzing, and expressing reflection, these 
results indicate the importance of support, proposing necessary perspectives for conceptualization. In addition, 
an effective way to verbalize and share knowledge is for the students to explain what they learn to other 
classmates for better learning in online classes. 
  

1. 問問題題とと目目的的 

 2020 年度，大学では講義を遠隔で実施することを余儀なくされ，新しい時代の幕開けとなった。

後期に入り部分的に対面講義が再開されているが，全面的に対面講義に戻る見通しは立っていない。

大学でアクティブラーニングが浸透する中で，コミュニケーションを含む講義を遠隔でおこなう制

約は大きい。このような状況下で様々な対策や提案に関する報告が発表され始めている 1-2。教員が
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対面で実施してきた講義を遜色なく遠隔でもおこなえるよう尽力する一方，学生は少なからず「対

面講義ができなくなった」という残念な気持ちを抱えている。教員には遠隔講義の内容の充実を図

りながらも，学習者の心理的負担に配慮することも求められるだろう。 
 筆者は九州大学基幹教育院の田村茂彦教授の企画で，2017 年度から「プレゼンテーション基礎」

を， 2018 年度から「レトリック基礎」を集中講義形式で担当してきた。前者はプレゼンテーショ

ン能力の育成を，後者は文章作成能力の育成をねらいとする。これまで，プレゼンテーション基礎

の講義を対象に，大学生にとってのプレゼンテーション教育の意義を論じた 3。プレゼンテーショ

ン基礎とレトリック基礎を連携させる形で開講した 2018 年度は，二科目受講によってどのような

効果が見られるかを明らかにした 4。両科目の講義内容は受講者の声を反映しながらで改善してき

たが，2020 年度は遠隔講義で実施するにあたり再設計する必要があった。執筆時点において大学に

おけるコミュニケーション科目の遠隔講義の手法に関する研究は限られており，一つ一つの実践の

試みから得た知見を共有することが重要だと考える。 
 対面講義の内容を遠隔の文脈に置き換える過程で，遠隔講義だからこそできることを見出すこと

で講義自体が発展するとともに，受講者の動機づけを高めることができる。そこで，両科目を遠隔

で実施するにあたり，学習者の振り返りに力点を置くことにした。Kolb は経験を学習に活かすため

に「経験」「振り返り」「概念化」「実践」の 4 段階の学習サイクルを提案した 5。具体的な経験から

深く学ぶためには，振り返りを次の経験に活用するための概念化が重要である。これまで対面講義

でも振り返りを導入していたが，対面講義の利点を活かすために個人の内省の時間よりも学習者間

のインタラクションに時間を多く割いてきた。遠隔講義では個人で学習していることと，通学時間

が減ることにより，環境的・時間的に内省をおこないやすいという利点がある。また，どのように

振り返りをおこなうかについて Ash & Clayton が「記述」「分析」「表現」の三つのプロセスに分け

たように，振り返りには丁寧な言語化が欠かせない 6。遠隔講義では Moodle などの学習支援システ

ムを用いて振り返りを記述・分析・表現し，他者と共有することが容易である。振り返りの重要性

に関して特に医療など実技を伴う教育の分野で広くおこなわれてきたが 7-9，本論が目指すような遠

隔のコミュニケーション教育における振り返りの支援を目的とした研究は現時点では発表されて

いない。 
コミュニケーションを扱う大部分の講義では，講義，実践，相互評価が組み合わされているが，

どの場面で学びを得るかは人によって偏る傾向がある。例えば，座学を好む人，自分が実践するこ

とを好む人，他者から評価されることを好む人，などである。スキルの熟達には学習環境内の複数

の資源を参照した振り返りが有効であり 10，遠隔講義における学生の振り返りの傾向を明らかにす

ることで，講義中の経験を充実させることができるだろう。そこで，本論では遠隔講義でどのよう

にコミュニケーション教育を実施したのか，プレゼンテーション基礎とレトリック基礎の方法を紹

介する。そして個人の学びの軸としての振り返りに着目し，受講者の振り返りの記述の分析から指

導方法を提案することを目的とする。 
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2. 講講義義方方法法 

 本節では，対面講義として組み立てた二科目の講義をどのように遠隔講義として再構成したか，

講義概要と工夫について述べる。なお，講義の詳細については先行研究 3,4で述べたものと共通して

いるため本論では割愛する。 

2.1. 講講義義のの概概要要 

初めて遠隔でプレゼンテーション基礎，レトリック基礎を開講するため，例年よりも若干少ない

20 名を定員とし，抽選で受講者を決定した。プレゼンテーション基礎の講義日程は 2020 年 7 月 31
日（月）～8 月 1 日（火）10:00 - 12:30，13:30 - 16:30 で，受講者の内訳は学部生 16 名，大学院生 4
名であった。この講義では汎用的・基礎的スキルとしてのプレゼンテーションスキルを体系的に学

び実践することを目的とした。レトリック基礎の講義日程は，2020 年 8 月 3 日（木）～8 月 4 日

（金）10:00 - 12:30，13:30 - 16:30 で，受講者の内訳は学部生 17 名，大学院生 3 名であった。本科

目は現代の文脈における修辞学の基礎を踏まえ，文章作成の技術を体系的に学習することをねらい

とした。 
両科目ともに講義と実践をセットにし，2 日間繰り返すことで知識やスキルの定着を図る並行反

復学習法を取り入れた。2 科目の受講を推奨したため，二科目とも受講した学生は 18 名であった。

グループワークの導入にあたり ZOOM を用いることにした。また学習システムは九州大学の

Moodle を用いた。プレゼンテーション基礎は画面共有機能を用いてスライドを使って発表しても

らった。レトリック基礎は Moodle のフォーラムにファイルを提出してもらい，相互評価をおこな

った。また大学院生に TA として一名ずつ講義に参加してもらった。 

2.2. 遠遠隔隔講講義義のの構構成成 

対面講義であれば，教員は学生の様子を見ながらグループを組んだり，発表後にグループで反省

を共有するなどその場で判断して進行することができる。しかし，遠隔講義では臨機応変な対応が

難しいため，適切なツールを用いて学生のペースに配慮しながら計画通りに進める必要がある。そ

こで，①自己紹介・自己診断，②講義，③発表，④相互評価，⑤振り返りと共有，の 5 つのフェー

ズで講義を再構成した。表 1 に 1 日分の流れをまとめた。以下に詳細を示す。 
①自己紹介・自己診断：Moodle にソーシャルスペースを設け，講義前までに自己紹介を書いても

らった。所属も学年も異なる受講者が安心して参加できるように，あらかじめ他者認識を得られる

場とした。自発的に受講理由や学びたいことを書いてくれている学生が多かった。また，振り返り

の内容を充実させるために，2.3 で後述する自己診断シートに記入してもらった。 
②講義：プレゼンテーション／文章作成の理論，考え方，スキル，評価方法に関して知識を獲得

する。ZOOM を用いて教員が知識を伝達する形態になるが，双方向性を確保するためチャットで随

時質問を受け付けた。質問は教員宛てに送れば他の学生には公開されないため，全体で講義をしな

がら個別にコミュニケーションを取ることができる。可能な限り，フィードバックは全員に伝える

ようにした。 
③発表：プレゼンテーション基礎ではスライドを用いたプレゼンテーション，レトリック基礎で
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は作成した文章を相互に読み合い，他のグループに説明することがこの発表にあたる。発表のフェ

ーズを通して受講者は講義で獲得した知識の理解を確かめ，スキルを研鑽することができる。講義

では ZOOM のブレークアウトセッションを用いた。4～5 名程度のグループが遠隔でのグループワ

ークは好ましい。遠隔講義ではカメラをオフにした場合，お互いの様子がわからないため，司会進

行役とタイムキーパー役を決めてもらった。あらかじめ，遠隔では会話のターンのタイミングを計

ることや，話に集中すると時間管理が難しいという課題を共有した。 
④相互評価：プレゼンテーション基礎では，発表をしたグループで相互評価をおこなうこととし

た。相互評価は発表者に対してよかった点と改善点を口頭で伝えるようにしたが，人数が多いと改

善点を伝えにくいという感想もあった。レトリック基礎ではペアワークで読み合い相互評価をおこ

なった後に，二つのペアを合体させてグループを作り相互評価の結果を共有した。いずれもスムー

ズに進行するために司会者を設けた。相互評価は口頭に限らず Moodle のフォーラムに書き合うこ

とも効果的であろう。 
⑤振り返りと共有：講義を通して気付いたことや学んだことを Moodle フォーラムにまとめて投

稿することを課題とした。この課題によって，1 日の講義と実践を関連付けて理解し，次の経験に

活かすことができる。また振り返りをクラス全体で共有することで，他のグループの学びを参照で

きるようにした。振り返りを投稿する際にはプレゼンテーションや文章のファイルも添付してもら

い，パフォーマンスとセットで他者が振り返りを参照できるようにした。 
 

表 1 遠隔講義の構成：1 日（3 コマ分）の流れ 

時間 フェーズ 概要 使用するツール 形態 

講義 

時間内 

①自己診断 自己紹介を共有し，他者認識を高める。学習の目

標，動機付け，現状を認識する。 

Moodleフォーラム 双方向型。チャ

ットで随時質

問を受け付け

る 

②講義 理論，考え方，スキル，評価方法に関して知識を

獲得する。 

ZOOM 

③発表 グループで実践し，フィードバックをもらう。ス

キルの訓練。 

ZOOM：ブレーク

アウトセッション 

グループワー

ク ④相互評価 

講義 

時間内外 

⑤振り返りと

共有 

実践から気付いたこと，学んだことをまとめ概念

化する。内省，分析力を養う。他者の学習を参照

することによる学習の深化 

Moodleフォーラム オンライン上

で共有 

 

2.3. 遠遠隔隔講講義義ででのの工工夫夫 

 遠隔講義で実施するために新しく導入した①自己診断のシートと，⑤振り返りと共有について詳

しく述べる。 

2.3.1 自自己己診診断断シシーートト 

自己診断シートは，プレゼンテーションおよび文章作成に必要なスキルについて自己評価し，過
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去の学びと現在の学びを関連付けることで学習の準備を整えることをねらいとした。具体的には，

目標を設定した後，「自分を助けてくれる人は誰か？」「どのようなことを取り入れるか？」など，

自分の語りを軸としながらこの講義で学習した内容が一つのストーリーになるようなものである。

学んだ知識やスキルを自分の経験や考えと関連付けることが難しい学生のために，自らの価値や考

え方を肯定できる感情である自己肯定感に着目し，自己肯定感を高めるためのワーク 11も取り入れ

た。 
プレゼンテーション基礎の自己診断シート は，（1）スキルの自己診断，（2）自己認識，（3）効果

的な学習に向けた指針の 3 つに分けられる。（1）スキルの自己診断はルーブリックを基に作成され

た。内容，伝え方，聴衆とのコミュニケーション，準備の 4 つのカテゴリーの得点を算出し，カテ

ゴリー間の得点の傾向を理解することを目的とした。得点をグラフ化することで，自分の現状を認

識することができる。（2）自己認識では，プレゼンテーションに対してどのような認識を持ってい

るかどうか言語化してもらった。「プレゼンテーションは好きですか？それはなぜですか？」「プレ

ゼンテーションで得意なところを教えてください。それはなぜですか？」「プレゼンテーションで

苦手なところを教えてください。それはなぜですか？」の 3 つの質問項目で構成される。（3）効果

的な学習に向けた指針については，「イメトレ文章完成ノート」11を参考に前半の項目である目標の

設定，メリット，ブレーキ，現状把握を講義開始時に書いてもらい，1 日目の実践に入る前に後半

部分の新しい方法，自分の強み，協力者，環境，ノウハウ，やる気，最初の一歩について書いても

らった。段階に分けて考えることで，講義前後の自身の変化に気付くことができる。レトリック基

礎においても，プレゼンテーションを文章作成に置き換えて同じ質問を用いた。 

2.3.2 振振りり返返りり 

 2.2 で述べた通り，プレゼンテーション基礎，レトリック基礎それぞれ 2 日間の講義で 1 日ごと

に振り返りを記述してもらい共有した。1 日目の振り返りについては 2 日目の講義開始までに投稿

するものとして， 2 日目の講義で教員が振り返りに書かれた内容をまとめ紹介し，学習の進捗の確

認やアドバイスをおこなった。また，複数の視点から書かれた優れた振り返りをベスト振り返り賞

として 1 名選び，選ばれた学生にかかった時間や振り返りを書く際に気を付けたことなどをインタ

ビューすることで振り返りの書き方を学ぶ機会とした。遠隔講義では他のグループワークの様子が

全くわからないため，他の学生の振り返りは自分のグループと他のグループを比較する材料にもな

る。また欠席した学生にとっても講義内容だけでなく他の学生が何を学んだかについて参照できる

貴重な学習の記録となったようである。各講義の 2 日目の振り返りは講義が終了するためできるだ

け当日に書いてもらった。講義が終わった 2 日後までにレポートを提出してもらう際に，自分と他

の学生の振り返りを参照してほしい旨を伝えた。TA からも 2 日間の感想を書いてもらい，Moodle
にアップロードし，すべての講義が終わった後も一定期間，学習の記録を残すようにした。 

3. 方方法法 

目的：本研究の目的は，受講者の振り返りの記述の分析から遠隔講義で学生が何をどのように学ん

だかを明らかにし，指導法を提案することである。 
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データ： 1 日目の講義で何を学び，2 日目にどう活かそうとしているかが含まれる中間段階の振り

返りを対象とする。2 科目ともに 1 日目の最後に提出してもらった振り返りの記述を分析した。プ

レゼンテーション基礎のデータは 16 件，レトリック基礎のデータは 15 件であった。このうち，2
科目受講した学生のデータは 12 件である。本研究は扱うデータ数が少なく，科目の性質も異なる

ため，科目ごとにデータを分析する。振り返りは Moodle のフォーラム機能を用いて「1 日目の講義

を通して気付いたこと，学んだことを書きましょう」とした。分量は自由であった。学生は 1 日目

の講義を通して，基礎的な知識やスキルを学び，1 回目のグループでの実践を通して自分の理解の

程度を把握し，他者との相互作用から多くのことを学習する。1 日目の振り返りを分析することで，

学生が学習環境から何に着目し，何を学習しようとしているかそのプロセスを明らかにすることが

できる。 
分析：科目ごとに個人単位で振り返りの記述をカテゴリーに分けてコーディングした。上位カテゴ

リーは，「モデル」「工夫」「改善点」「理論」の 4 つに分けられた。「モデル」は他者から学習した内

容に関する振り返り，「工夫」は自分が工夫した点に関する振り返り，「改善点」は他者から指摘さ

れたり，他者の学習を通して気付いた自分自身の改善点に関する振り返り，「理論」は講義で説明し

た考え方に関する振り返り，である。4 つの上位カテゴリーのうち「モデル」「工夫」「改善点」の

3 つにおいて，以下の共通する下位カテゴリー4 つが抽出された：「伝え方」「論理構成」「知識・情

報」「時間」。「伝え方」は，プレゼンテーションにおける口頭で伝える技術，文章の体裁，レトリッ

クを指す。「論理構成」は，内容の論理性，構成を指す。「知識・情報」は発表や文章で扱う知識や

情報を指す。「時間」は準備時間，発表時間を指す。 
上記のカテゴリーに関連した内容が振り返りの記述に含まれるかどうかを分析した。含まれる場

合は「1」，含まれない場合は「0」とした。個人の振り返りに含まれるカテゴリー数の平均は，プレ

ゼンテーション基礎が 5.13（SD=1.82），レトリック基礎は 4.73（SD=1.75）であった。振り返りの

字数の平均は，プレゼンテーション基礎が 459.25（SD=392.8），レトリック基礎は 390（SD=127.1）
であった。コーディングは筆者がカテゴリーを特定し，筆者を含む 2 名で分析をおこなった。意見

の不一致がある場合は議論により解消した。 

4. 結結果果とと考考察察 

 本節では振り返りの記述を分析した結果について 4.1 と 4.2 で科目別に述べた後，4.3 では振り返

りの支援方法を提案する。 

4.1.ププレレゼゼンンテテーーシショョンン基基礎礎 

 表 2 にプレゼンテーション基礎の分析結果を示す。プレゼンテーション基礎の振り返りを上位カ

テゴリーで分類すると，「モデル」20 件（20.4%），「工夫」20 件（20.4%），「改善点」31 件（37.8%），

「理論」11 件（13.4%）であった。最も多かったのは「改善点」であった。この結果から，講義実

践を通して自分の改善点を発見した学生が多いことがわかる。改善点を発見したきっかけとして，

他者のプレゼンテーションを見て気付いた場合と，実際に相互評価の際に指摘されて気付いた場合

とに分かれた。一方，最も少なかったのは「理論」であった。初めて講義で学んだことを実際に実
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践した段階では，具体的な発見が中心で，それをもう一歩進んで抽象的な理解と結び付ける学生は

少なかったことがわかる。他者のプレゼンテーションから参考になった「モデル」や，自分の「工

夫」した点に関する記述は同数であった。 
 

表 2 振り返りの記述のコーディング結果 

 
次に共通する下位カテゴリーの件数と割合は，「伝え方」36 件（50.7%），「論理構成」6 件（8.45%），

「知識・情報」19 件（26.76%），「時間」10 件（14.08%）であった。この結果より，「伝え方」に関

する記述が最も多く，「論理構成」に関する記述が最も少ないことがわかる。プレゼンテーションで

はスライドや口頭技術などどう伝えるか，どう伝わったかに関心が最も多いことが明らかとなった。

一方，論理構成が少なかったのは，自分で気付きにくいことに加えて「伝え方」として大きく捉え

られたことにより具体的に論理性や構成に言及していない可能性もある。 

4.2. レレトトリリッックク基基礎礎 

 レトリック基礎の振り返りの上位カテゴリーの件数と割合は，「モデル」14 件（20.9%），「工夫」

12 件（17.9%），「改善点」28 件（41.8%），「理論」13 件（19.4%）であった。最も多かったのは「改

善点」であった。この結果から，プレゼンテーション基礎と同様に，講義実践を通して自分の改善

点を発見した学生が多いことがわかる。レトリック基礎では 2 名のペアワークで文章の読み合いと

カテゴリー プレゼンテーション基礎 レトリック基礎 

上位 下位 N % N % 

モデル  

伝え方 12 75.0 5 33.3 

論理構成 0 0.0 4 26.7 

知識・情報 8 50.0 4 26.7 

時間 0 0.0 1 6.7 

計 20 24.4 14 20.9 

工夫  

伝え方 11 68.8 2 13.3 

論理構成 6 37.5 7 46.7 

知識・情報 3 18.8 2 13.3 

時間 0 0.0 1 6.7 

計 20 24.4 12 17.9 

改善点 

伝え方 13 81.3 7 46.7 

時間 10 62.5 5 33.3 

論理構成 0 0.0 6 40.0 

知識・情報 8 50.0 10 66.7 

計 31 37.8 28 41.8 

理論  

他者の視点 8 50.0 13 86.7 

説得力の 3 要素 3 18.8 0 0.0 

計 11 13.4 13 19.4 

合計 82 100.0 67 100.0 
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時間 0 0.0 1 6.7 

計 20 24.4 12 17.9 

改善点 

伝え方 13 81.3 7 46.7 

     

 

計 31 37.8 28 41.8 

理論  

他者の視点 8 50.0 13 86.7 

説得力の 3 要素 3 18.8 0 0.0 

計 11 13.4 13 19.4 

合計 82 100.0 67 100.0 

 

時間 10 62.5 5 33.3

論理構成 0 0.0 6 40.0

知識・情報 8 50.0 10 66.7 

(Vol. 7)

37



 

 

8 

Article 基幹教育紀要 (Vol. x) 

相互評価をおこなった。プレゼンテーション基礎と比較すると他者の人数は少なかったが，じっく

りと読み合い，密なコミュニケーションによって相互評価ができたことが改善点の発見につながっ

たのではないかと考える。文章は読み手にしかわからないことが多いため，少人数でのペアワーク

が効果的だったと言えるだろう。一方，最も少なかったのは「工夫」であった。文章作成において

は，自分で工夫しても読み手に理解してもらえなければ意味がないため，工夫できた点に関する振

り返りが少なかったのではないかと考える。「理論」に関する言及はプレゼンテーション基礎で最

も少なかったが，レトリック基礎では若干多かった。このことから二科目受講者がプレゼンテー

ション基礎とレトリック基礎を関連付けたことで，二科目に共通する「理論」の理解が深まったこ

とが示唆される。 
次に共通する下位カテゴリーの件数と割合は，「伝え方」14 件（25.9%），「論理構成」17 件（31.48%），

「知識・情報」16 件（29.63%），「時間」7 件（12.96%）であった。この結果より，「論理構成」に

関する記述が最も多いことがわかる。文章では骨組みとなる構成や論理性をしっかり考えなければ

読み手にうまく伝わらないということが理解されているとも言える。プレゼンテーションでは視

覚・音声・言語の情報を複合的に扱うのに対して，文章作成では言語に限られることが振り返りの

傾向の違いに現れている。一方，「時間」に関する記述が最も少なかったのは，プレゼンテーション

基礎の二回の実践を通じて管理ができるようになってきた学生が多かったためではないかと考え

る。 

4.3. 振振りり返返りりのの支支援援 

 振り返りにおける上位カテゴリーの偏りに着目し，1 件の振り返りに「モデル」「工夫」「改善点」

「理論」の 4 項目のうち何項目が含まれていたかを調べた。この結果，プレゼンテーション基礎の

データ 16 件のうち 4 項目は 4 件（25.0％），3 項目は 9 件（56.2%），2 項目は 3 件（18.8％），1 項目

は 0 件（0%）であった。レトリック基礎は 15 件のうち 4 項目は 3 件（20.0％），3 項目は 9 件（60.0%），

2 項目は 3 件（20.0％），1 項目は 0 件（0%）であった。この結果より，網羅的に振り返りが書かれ

たデータは両科目ともに 20～25％程度で，半数以上は 3 項目であるが，2 項目の記述にとどまった

ものも 20％程度あった。どちらの科目も 1 項目は 0 件だったことから，少なくとも 2 つの視点が振

り返りに含まれていることがわかる。2 項目の振り返りの傾向を見ると，6 件のうち 5 件に「工夫」

の記述が見られなかった。また 6 件のうち 4 件の記述に「モデル」が含まれなかった。このことは，

自身の改善点のみ記述されており，その改善点がどのように発見されたのか，自分と他者の比較か

らなぜ改善する必要があるのかについての記述がなかったことを表している。記述されなかっただ

けで認識されていた可能性もあるが，学んだことや気付いたことを言語化することで学習が可視化

され，次の実践に活かす動機付けになる。 
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図 1 コミュニケーション教育における振り返りの支援 

 
コルブの経験学習の枠組みに当てはめて，本研究で得られた振り返りの支援に関する知見を図 1

にまとめた。実践の後に思い出す機会を設けることで振り返りは可能になるが，ただ思い出すだけ

では次の実践につながらない。そのため，講義実践を通して学んだことや気付いたことを記述した

後に（図 1①），それらを「他者の実践を見る」「自分で実践する」「他者に指摘される」という 3 つ

のアプローチに分けて，複数の視点から自分の現状と課題を明らかにすることが重要である。さら

に理論と関連付けることで包括的な理解につながる（図 1②）。この段階で，下位カテゴリーとして

使用した「伝え方」「論理構成」「知識・情報」「時間」に従って記述してもらうのも効果的である。

そして，分析した結果を表現する際に，他者に説明する状況が言語化を促進すると考えられる（図

1③）。他者と振り返りを共有し，相互に参照することで学びの質を高めることができるだろう。 

5. ままととめめとと今今後後のの展展望望 

本論では遠隔講義でどのようにコミュニケーション教育を実施したのか，プレゼンテーション基

礎とレトリック基礎の方法を紹介し，受講者の振り返りの分析から振り返りの支援策を提案するこ

とを目的とした。振り返りの分析により，二科目で上位カテゴリー4 項目と下位カテゴリー4 項目

が特定された。振り返りには科目の性質が反映されていたが，科目問わず振り返りに含まれる視点

の偏りが存在していることが明らかとなった。そこで 3 段階に分けた振り返りの支援方法を提案し

た。他者に説明し，お互いに参照される振り返りの表現環境が重要である点において遠隔講義を最

大限に利用できると考える。 
一方で，本研究には課題が残されている。分析対象とした科目受講者のデータの数が少なく，両

科目の受講者がほぼ一致しているため引き続き他の学生の振り返りのデータを分析する必要があ

る。また，振り返りの質によってパフォーマンスが異なるかどうかに関しても長期的な検討が必要

であろう。今後も遠隔講義のメリットを活かしたコミュニケーション教育の実践方法を研究してい

きたい。 
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